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はじめに 

 

 

 子供の読書活動は、ことばを学び、考える力を養い、

感性や表現力を高め、また幅広い知識などを身につけ

る上で欠くことのできないものです。 

 読書が、こうした「生きる力」の育成に大変重要で

あることから、周南市においては、平成２０年１１月

に「子ども読書活動の推進に関する法律」に基づく「周

南市子ども読書活動推進計画（第一次）」を策定し、

公立図書館の充実をはじめ、家庭や地域、学校等にお

ける子供が読書に親しむ環境づくりを進め、子供の読書活動の推進に努めてま

いりました。 

 このたび、第一次計画における取り組みの成果と課題を検証し、また、様々

な情報メディアの発達等といった社会状況の変化を踏まえ、今後さらに子供の

読書活動を推進していくための第二次計画を策定いたしました。 

本計画の策定にあたって実施したアンケートにおいて、「読書が好き、どちら

かというと好き」と答えた子供は、小学生で８７％、中学生で７４％、高校生

で７７％にのぼり、読書に対する興味は高いことがわかります。 

本来読書好きである子供達が、発達段階に応じて、読書を楽しみ、読書の習

慣を身につけることができるよう、家庭、地域、学校等のそれぞれの主体が連

携・協働し、社会全体として子供の読書環境の充実に取り組んでいくことが重

要となります。 

次代を担う子供達が、読書を通じて、「生きる力」を身につけ、豊かな人生を

送ることは、社会共通の願いであり、また、未来に向けたまちづくりの大きな

原動力になるものと確信しています。 

本計画に基づく子供の読書活動の推進に、皆様方のご理解とご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

 最後に、本計画の策定にあたり、「第二次周南市子供読書活動推進計画策定委

員会」の委員をはじめ、貴重なご意見をいただきました多くの市民の皆様に深

く感謝いたします。 

 

平成２６年９月 

周南市長 木村 健一郎 
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第１章 計画の策定にあたって 第１章 計画の策定にあたって 第１章 計画の策定にあたって 第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の経緯  １ 計画策定の経緯  １ 計画策定の経緯  １ 計画策定の経緯  

    

子供の読書活動の現状 子供の読書活動の現状 子供の読書活動の現状 子供の読書活動の現状 

 

第一期周南市子供読書活動推進計画において、世の中が様々な情報メディアが発達

し普及する中、幼児期からの読書習慣の未形成などにより、子供の「活字離れ」や国

語力の低下、また対話による問題解決能力の低下等が指摘されていましたが、この５

年間において、学校では、国語力をつけるために始業前の読書の読み聞かせの時間を

設けたり、対話による問題解決能力の向上に向かった取組がなされかなり改善されて

います。 

子供の読書活動は、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていくうえで欠くことのできないも

のです。 

全国学校図書館協議会は、毎日新聞社と共同で、全国の小中学生、高校生の読書状

況について毎年調査を行っていますが、平成２５年に実施された第５８回学校読書調

査によると、１か月の平均読書量は、小学生が１０．１冊、中学生は４．１冊、高校

生は１．７冊となっています。昨年度に比べ、小中学生の冊数は減少、高校生は増加

しているようです。 

また１か月間１冊も本を読まなかったいわゆる不読者の割合は、小学生５．３％、

中学生１６．９％、高校生４５．０％で、年齢が高くなるに従って本を読まなくなる

傾向があります。 

本市がこの計画を策定するにあたり実施した「読書についてのアンケート調査」（以

下「読書アンケート」という）でも、年齢が高くなるに従って不読者の割合が大きく

なるという結果になりました。 

また、この「読書アンケート」において、「学校が終わってから、おもにどんなこ

とをしていますか」という問いでは、小学生、中学生、高校生ともに、「本を読む」と

いう回答は、依然として少数という結果になっています。 
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一方で「あなたは読書が好きですか」という問いに、「好き」「どちらかというと好

き」と答えた子供は、小学生で８７．０％、中学生で７４．０％、高校生で７７．３％ 

に上り、周南市の子供が余暇時間を読書に当てる割合は、決して多いとは言えないも 

 

のの、読書に対する興味は高いことがうかがえます。 

また、なぜ読書が好きになったかという問いに対して、小学生、中学生、高校生と

もに「学校の『読書の時間』で本を読むようになったから」という回答が最も多く、

「小さいころ家族などに本を読んでもらったから」「家に本があったから」「小さいこ

ろ本屋や図書館によく連れて行ってもらったから」という回答が上位を占めています。 

これらの理由は、家庭の影響や学校での読書への取組によるものであることから、

子供の読書にとって、大人の影響や環境の整備が非常に重要であることが分かります。 
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社会的な背景 社会的な背景 社会的な背景 社会的な背景 

子供にとって読書活動が不可欠であることに鑑み、その推進を社会全体で積極的に

図っていくことが必要なことから、平成１３年１２月、「子どもの読書活動の推進に関

する法律」が公布・施行されました。 

この法律においては、子供の読書活動推進に関し、基本理念を定め、国及び地方公

共団体の責務等を明らかにするとともに、政府が「子どもの読書活動の推進に関する

基本的な計画」を策定・公表することなどを定めることにより、施策を総合的かつ計

画的に推進することとされています。 

 本市では、同法第９条第２項に基づき、「周南市まちづくり総合計画」のもと、平成

２０年１１月に「周南市子ども読書活動推進計画（第一次）」を策定し、子供達の読書

活動の推進に努めてまいりました。 

おおむね５年間の実施計画を終え、読書活動の現状を把握するとともに、新たに今

後の取組の参考とするために「読書アンケート」を実施し、その調査結果や第一次計

画期間中の実際の取組の検証を踏まえ、子供達が図書館をはじめ、様々な場所や状況

において、多様な読書活動を自主的に行うことができるような環境の整備を推進する

ために「第二次周南市子供読書活動推進計画」を策定することにいたしました。 
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２ 計画の目的  ２ 計画の目的  ２ 計画の目的  ２ 計画の目的  

 周南市の次代を担う子供が、一人ひとりの発達段階に応じて読書を楽しみ、読書の

習慣を身に付けることができるよう、家庭、地域、学校など社会全体が連携・協働し

て、子供の読書環境を整備する施策を、総合的かつ計画的に推進することを目的とし

て本計画を策定します。 

    

３ 基本方針  ３ 基本方針  ３ 基本方針  ３ 基本方針  

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、すべての子供があ

らゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を行うことができるよう、積

極的に環境整備を推進することを基本理念としながら、次の３項目を子供読書活動推

進の基本的方針として種々の施策に取組みます。 

 

  子供が読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備・充実 

 

学校教育における読書活動の充実をはじめ、子供が読書に親しむ機会の提供に努め

るとともに、公立図書館や学校図書館等における図書資料や専門的職員等の諸条件の

整備・充実に努めます。 

 

  家庭・地域・学校を通じた社会全体での取組の推進 

 

家庭、地域、学校それぞれが相互に連携・協働して、子供の自主的な読書活動の推

進を図るような総合的な取組の推進とともに、必要な体制の整備に努めます。 

 

  子供の読書活動に関する理解と関心の普及 

 

子供の自主的な読書活動を推進する社会的気運の醸成を図るため、読書活動の意義

や重要性について、学校教育や社会教育の機会を通じて、広く普及・啓発を行いなが

ら、市民活動として展開されるよう努めます。 
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４ 計画の対象  ４ 計画の対象  ４ 計画の対象  ４ 計画の対象  

計画の対象は、おおむね１８歳以下のすべての子供とし、また本計画では、家庭・

地域・学校等の市民及び団体を対象とします。 

    

５ 計画の期間  ５ 計画の期間  ５ 計画の期間  ５ 計画の期間  

 計画の期間は、平成２６年（２０１４年）度から平成３０年（２０１８年）度まで

の５年間とし、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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第２章 子供の読書活動の推進のための方策 第２章 子供の読書活動の推進のための方策 第２章 子供の読書活動の推進のための方策 第２章 子供の読書活動の推進のための方策 

    

１ 家庭・地域・学校等における推進  １ 家庭・地域・学校等における推進  １ 家庭・地域・学校等における推進  １ 家庭・地域・学校等における推進  

    

     家庭における推進  家庭における推進  家庭における推進  家庭における推進 

 

【これまでの取組と課題】 

家庭において、読み聞かせなど本に触れる機会が多いほど、読書が好きな子供に育

っていくと考えられています。 

「読書アンケート」でも、読書が好きになった理由として、「小さいころ家族など

に本を読んでもらったから」「家に本があったから」など、家庭の影響に関することが

多く回答されています。 

こうしたことから、子供の読書習慣を形成していく上での家庭の役割が重要である

ことがわかります。保護者は、読書が生活の中に位置付けられ、継続して行われるよ

うに配慮していくことが肝要です。 

一方、今日の多様なメディアの発達・普及で、家庭における子供の読書時間が減少

していることが懸念されています。 

「読書アンケート」でも、小中学生、高校生とも学校が終わってからの時間の過ご

し方として、「本を読む」という回答は依然として少数という結果になっており、その

一方で、特に学年が進むほど、「テレビを見たり、テレビゲームやパソコンのゲームを

したりする」子供の割合が増えています。 

保護者が子供の本に関心を持ち、日常的に子供と一緒に本を読むゆとりの時間を確

保することが必要とされます。 

現在、育児学級や子育て情報誌において、家庭での子供の読書活動の大切さについ

て啓発するとともに、子供の本に関しての情報等を提供しています。また絵本の読み

聞かせが、親子のふれあいを通して、子供に精神的な安定を与えるうえで重要である

ことから、幼稚園や保育所等では園だよりや保護者会等を利用して、絵本の楽しさや、

読み聞かせの意義を伝えています。 
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今後、子供が自発的な読書活動を習慣とするために、家庭では、子供が本への関心

を高め日常的に読書を楽しむことができるように工夫していくことが重要です。また

そのために、図書館や子育て支援施設・公民館、幼稚園・保育所等、学校等との連携

を図りながら取組を進めることが大切です。 

また、地域・学校等が一体となって、家庭における子供の読書活動を支援し、幼児

期からの親子読書への取組を働きかけていく必要があります。 

 

【今後の方向性】 

◇健康増進課や子育て支援施設では、育児学級、子育てサークル開催時や子育てに関

する講座等の機会を捉え、絵本を通して親子のふれあいの大切さを伝え、また、図

書館利用についても周知を図ります。 

◇健康増進課では、保健師・助産師や母子保健推進員が家庭訪問を実施する際に赤ち

ゃんと保護者が、絵本を介してゆっくりふれあうきっかけづくりとして、育児不安

の解消、母子保健の向上を図るため、絵本を届けるブックスタート事業を継続実施

します。 

◇市立図書館では、家庭における読書の大切さや楽しみについて理解の促進を図りな

がら、本との出会いを広げるために、読み聞かせに適した絵本の紹介等、十分な情

報提供に取り組みます。 

◇家庭では、日常的に子供が読書に親しむよう努めながら、「子ども読書の日」は「テ

レビを消して親子読書」に取り組みます。 

 

【具体的な施策内容】 

○読み聞かせや講座等の開催の充実〔市立図書館、健康増進課、子育て支援施設等〕 

○ブックスタート事業の実施〔健康増進課〕 

○おすすめ絵本リスト等を作成・配布〔市立図書館〕 

○家族で同じ本を読み、感想を語り合う「うちどく」の推進〔市立図書館〕 

○同年代の親同士の情報交換の促進に資する「親子らいぶらり」の実施〔市立図書館〕 
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     地域における推進  地域における推進  地域における推進  地域における推進 

    

① 市立図書館における推進 ① 市立図書館における推進 ① 市立図書館における推進 ① 市立図書館における推進 

 

【これまでの取組と課題】 

図書館は子供にとって、読みたい本を探して読書を楽しみ、また知りたい知識を享

受できる場所です。保護者にとっては子供に与えたい本を選んだり、子供の読書に関

する相談をしたりできます。 

図書館は、子供に本と親しんでもらい、本の楽しさを味わうとともに、周囲の大人

や子供にその楽しさを伝えられるリーダーとなる人材を養成することを目的とする

「子ども司書養成講座」、お話し会やアニメーション映画会、子供連れでゆっくりと本

を選ぶことができない利用者にその機会を設ける「親子らいぶらり」等を実施するこ

とにより、図書館の利用促進を図るとともに、子供同士、親同士の交流の場を提供し

ています。毎月行うお話し会を楽しみに来館される御家族も見受けられます。 

周南市では全５館の図書館が、統合された図書館システムにより、資料の貸出や予

約の受付等を行い、また効率のよい検索を可能にして、子供の読書活動にも役立つよ

う努めています。館内の利用者端末（ＯＰＡＣ）では子供用の検索メニューを設け、

子供が自分で読みたい本を探せるなど、利用しやすい環境整備を図っています。 

また、「個人貸出」のほか、学校やボランティア団体へ「団体貸出」を行うことに

より、様々な場での子供の読書活動を支援しています。さらに、図書館から遠い地域

の学校や児童クラブ等に対しては、移動図書館車による図書館サービスを提供してい

ます。 

さらに、読書の拠点である図書館の機能を実際に体験するための中学生、高校生対

象の職場体験学習や、図書館に親しみ利用方法を学ぶための図書館見学を実施してい

ます。また所蔵資料を活用しての調べ学習の支援、読み聞かせの学校訪問等を行って

います。 

しかしながら、「読書アンケート」の「公共図書館（市の図書館など）をどのくら

い利用していますか」という質問では、前回の小学生アンケートの回答は「ほぼ毎日」 
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から「月に数回」までの利用が４９．４％に対し、今回は４９．１％と若干の減少

はあるものの、過半数近い割合を占めています。一方で前回同様に「ほとんど利用し

ない」という小中学生の割合は、依然高い割合を占めています。 

また、市立図書館で開催する行事について、「知っていますか」の質問に、小中学

生の過半数が「よく知らない」、又は「まったく知らない」と答えており、依然十分に

周知されていないことがわかります。 

図書館は、子供の幅広い知的要求に応えられる資料の充実を図り、親しみやすい読

書環境を整備して、これまで図書館を利用していない子供や保護者にも図書館の魅力

が伝わるよう、一層、図書館活動の広報に努め、あらゆる子供に図書館の機能が十分

活用されるような工夫が必要です。 

さらに、学校図書館との連携に努めるとともに、子供の読書活動推進に関わる個人

や市民活動グループに対して、研修機会や情報の提供等の支援を図っていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

               中央図書館〈親子らいぶらり〉 
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【今後の方向性】 

◇統合した図書館システムにより、子供が読みたい本を速やかに提供できるよう、サ

ービスの充実を図ります。 

◇あらゆる層の子供への幅広い図書館サービスを充実させ、子供の読書活動を積極的

に推進していくために、図書の充実と、子供が読書に親しみやすい環境整備を進め

ます。 

◇子供へ的確な図書館サービスを展開するために職員体制を整備します。 

◇お話し会等子供向け行事の内容をより充実させます。 

◇保護者を対象とした子供の読書活動を推進するための行事開催に努めます。 

◇子供向け図書館行事や読書に関する情報等について積極的な広報に努めます。 

◇山口県立図書館をはじめとする他の公立図書館との連携を深めて、図書の相互貸借

やレファレンス・サービスを強化し、また、子供の読書活動の推進に関連する情報

交換に努めるとともに、情報提供や相談対応、また研修会の開催などに協力します。 

◇学校における読書活動の推進を支援するために、学校図書館との連携を基に、授業

を深めるための調べ学習用図書等の団体貸出の拡充を図ります。また、学校訪問に

積極的に取り組み、児童参加型の読み聞かせの会を実施し、その普及に努めます。 

◇子供の図書館への関心を高めるために、児童生徒の図書館訪問、職場体験学習等を

積極的に受け入れるとともに、子供向けの図書館に関する講座を実施します。 

◇地域における子供の読書活動の総合的な推進を図るため、幼稚園や保育所等、公民

館や児童館、地域文庫等に対して、図書の団体貸出を実施するとともに、お話し会

の開催や各種の相談に応じ、関係機関との連携・協働の推進を促していきます。 

◇「子ども読書の日」特別行事の開催内容をさらに充実し、なお一層の周知を図りま

す。 

 

【具体的な施策内容】 

○図書搬送システムの充実 

○計画的な新刊書の購入 

○赤ちゃん絵本コーナーの充実 
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○ヤングアダルトコーナーの充実 

○障害のある子供が利用しやすい資料の収集 

○外国語を第一言語とする子供のため、外国語で書かれた絵本や児童図書の収集 

○子供の読書相談コーナーの設置 

○図書館職員研修の充実 

○子供が出演するお話し会の開催 

○お話し会やブックトークを子供の発達段階に応じて実施 

○出前お話し会の実施 

○子供の読書活動に関わるボランティア養成講座の開催 

○絵本づくり講座の開催 

○読み聞かせの方法、本の選び方・与え方の講習の開催 

○インターネット等を活用した児童図書関連の情報発信 

○子供向けの図書館機関紙の作成・発行 

○おすすめブックリスト等を作成・配布 

○小学校新一年生へ図書館利用案内を配布           

○児童図書の相互貸借、レファレンス・サービスの強化 

○団体貸出制度の充実 

○図書館訪問、職場体験学習の受入 

○「子ども読書の日」特別行事の開催及び広報活動の実施 

    

    

                   移動図書館〈やまびこ号〉 
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② 子育て支援施設や公民館における推進 ② 子育て支援施設や公民館における推進 ② 子育て支援施設や公民館における推進 ② 子育て支援施設や公民館における推進 

 

【これまでの取組と課題】 

地域の子育て支援施設には、子育て交流・支援センターや児童館があります。 

子育て交流・支援センターは、乳幼児をもつ親の子育てを支援するため、地域の子

育て支援機能の充実を図り、子供の健やかな育ちを促進することを目的とし、市内に

１１か所（公立６か所、私立５か所）設置されています。乳幼児と保護者が絵本を読

んだり、おもちゃで遊んだりするなど、自由に利用できる施設で、親同士の交流・学

習の機会や子育てに関する情報の提供などを行っています。 

児童館は、「児童に健全な遊びを与えて、その健康を推進し、情操を豊かにするこ

と」を目的とした児童福祉施設で、市内に５館あり、子供は誰でも遊びに行くことが

できます。図書室の設置が義務付けられており、来館した子供が読書に親しむように

いろいろな児童図書等を備えています。 

子育て交流・支援センターや児童館においては、引き続き、子供の読みたい本など

を備えるとともに、親子や子供を対象に「読み聞かせ会」を開催するなど、家庭にお

ける読書活動の啓発を行い、地域の子供が本に興味や関心をもつよう環境の整備をす

すめます。 

児童クラブにおいては、定期的にお話し会、読み聞かせ等を行い、本の楽しさを子

供達に提供しています。 

公民館は、地域の学習拠点として、子供や大人が読書に親しむための学習機会や環

境の提供に努めるとともに、地域の人が交流できる場所づくりを行っています。 

現在、４０公民館（分館・類似館を含む）では、図書室及びロビー等を活用した図

書コーナーを設置しており、蔵書数や種類が限られる状況での運営ではありますが、

近隣の市立図書館の紹介や移動図書館車の活用、あるいは住民から寄贈による図書の

充実など、地域によって差はあるものの、各公民館が工夫して子供や保護者の読書活

動を支援しています。 

また、子供と大人が本に興味をもつよう、親子を対象とした「絵本読み聞かせ教室」

や「手作り絵本教室」等を開催しており、講師役となる読み聞かせ団体との連携や、 
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活動の支援を行っています。 

今後、公民館文庫の充実はもちろんのこと、地域の子供たちへのお話し会等の機会

を増やしていかなければなりません。そのためには、公民館で活動している読み聞か

せ団体等の育成や充実、読書支援ボランティアを養成するための講座開催が必要と言

えます。 

また、公民館文庫も地域の方のリクエスト本を取り入れる等、地域との一体型を目

指す強化を進めていく必要があります。 

さらに、家庭教育の支援においては、大人の読書環境が子供に影響することを考慮

し、保護者を対象とした「家庭での読み聞かせの仕方」講座を開催するなど、家庭教

育を意識した取組も必要です。 

公民館等が、より一層地域の学習拠点としてその役割を活かし有効に機能するため

には、充実した公民館事業の実施、それを支える公民館職員の研修、市立図書館・学

校・読書活動団体等を含む地域社会との連携等、それらを活用した学習機会や学習情

報の提供や環境の整備に努めることが必要と言えます。 

 

【今後の方向性】 

◇読書活動を推進するための講座を開催し、子供や保護者の興味・関心を深めていき

ます。 

◇子供が多様な本を手にとって楽しめるよう、環境の充実を図っていきます。 

◇公民館文庫・図書コーナーの蔵書の充実に努めていきます。 

◇公民館報・お便りやホームページを充実させ、より多くの子供や大人が読書に関心

をもつよう広報の充実に努めていきます。 

◇読み聞かせ団体への支援を充実させ、連携による活動を推進していきます。 

◇研修による職員の資質向上を図り、施設の機能及び読書活動の活性化を推進してい

きます。 

◇市立図書館など関係機関との連携を図り、読書活動の推進に努めます。 
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【具体的な施策内容】 

○「絵本の読み聞かせ」「家庭での読み聞かせの仕方」等の講座充実と開催件数の増加 

○公民館文庫・図書コーナーの環境整備・充実 

○市立図書館団体貸出の積極的活用の促進 

○学校等で作成した読書感想画等の掲示による環境づくり 

○公民館報・お便りや掲示、ホームページを活用した「おすすめの絵本（市立図書館

より）」等の情報の提供 

○読み聞かせ団体等への活動場所の提供 

○市立図書館で養成された読書活動ボランティアの支援 

○読書活動計画を推進するための、職員に対する研修の充実 

○「子ども読書の日」の広報活動の推進 

                                                                        

            

                                                                                                                〈公民館文庫〉 

      

                        読み聞かせ〈支援センター〉 
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③ 市民活動団体等に対する支援 ③ 市民活動団体等に対する支援 ③ 市民活動団体等に対する支援 ③ 市民活動団体等に対する支援 

 

【これまでの取組と課題】 

周南市においては、市民活動団体あるいは個人が文庫活動や読み聞かせ等、子供の

読書に関わる分野で活躍しています。活動の場は、学校や市立図書館、地域の施設な

どです。こうしたボランティア活動は、子供の読書活動に大きく貢献していることか

ら、本市においてさらに発展させていくことが必要です。 

もっと活動の場を広げ、継続させていくために、お互いの情報交換や研修の機会を

設けること、新たな活動場所の紹介等が求められます。 

 

【今後の方向性】 

◇子供の読書活動推進のために活躍する市民活動団体等の、ボランティア活動に関す

る情報を収集するとともに、活動の場を紹介するなど一層の支援に努めます。 

◇市立図書館では、子供の読書活動推進に関わる個人や市民活動グループのネットワ

ークづくりを支援し、また活動状況やニーズの把握に努め、各種情報の提供等を図

ります。さらに、新たなボランティアの養成や、現在活躍中の人たちの技術向上、 

指導者養成を図る研修機会を設け、自主的な活動への支援をします。 

◇公民館及び公民館類似施設では、自主的に活動している市民活動グループ等を支援 

するために、ネットワークを活かし、地区公民館等における広範囲な活動を促進し

ていきます。 

 

【具体的な施策内容】 

○読書活動推進に関わる市民団体間の連携を進める協議の機会の提供〔市立図書館〕 

○子供の読書活動に関し特色ある活動を行っている施設や団体等の、実践事例の紹介

等、活動情報の提供〔市立図書館、公民館等〕 

○子供の読書活動推進に関わる実技講習会等の開催〔市立図書館〕 

○ボランティア活動の場の紹介〔市立図書館、公民館等〕 
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     学校等における推進  学校等における推進  学校等における推進  学校等における推進 

    

① 幼稚園や保育所等における推進 ① 幼稚園や保育所等における推進 ① 幼稚園や保育所等における推進 ① 幼稚園や保育所等における推進 

 

【これまでの取組と課題】 

幼稚園や保育所等に通う頃は、子供にとって人格形成の基礎をつくりあげる大切な

時期です。この時期に、絵本や物語の世界を楽しむことを通して豊かな感性を育むと

ともに、好奇心や探究心など知的な発達を促すことが重要であることから、絵本や図

書等に幼児がふれることができる環境整備に取り組む必要があります。 

「読書アンケート」の読み聞かせに関する質問で、幼稚園・保育所園児の保護者の

回答は、９８．６％が読み聞かせを「知っている」ということであり、前回より１．

６ポイント増加しています。またその読み聞かせを知ったきっかけは、「幼稚園・保育

所・児童園での読み聞かせ」が５０．２％を占めています。読み聞かせの大切さ、そ

れを進める幼稚園や保育所等の役割の大きさがうかがえる調査結果です。 

さらに子供へ読み聞かせをして感じたことでは、「子どもが本に興味を示すように

なった」が３３．１％、「親子のふれあいやつながりがより深くなった」が１９．０％、 

「子どもがいろいろなことに対して好奇心をもつようになった」が１７．０％となっ

ています。読み聞かせを通して、子供の興味や関心が広がるとともに、親子のスキン

シップが深まり、子育て支援の効果が上がっています。 

現在市内の幼稚園や保育所等においては、子供一人ひとりの年齢・発達にあった絵

本の読み聞かせを行っています。また、絵本コーナーでは、子供が自由に好きな絵本

を読めるように工夫したり、季節や子供の興味・関心に応じて配置の工夫をしたりし

ています。 

こうした中、各園の蔵書数は年々増加していますが、絵本の精選が必要となってい

ます。また保護者に対しても、絵本の紹介や絵本の楽しさ、読み聞かせの大切さ等を

伝えていくことが求められます。 

充実した絵本の貸出を行い、引き続き家庭で親子が一緒に絵本を楽しめる機会の提

供に努めることが必要です。 
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【今後の方向性】 

◇保護者の中で読み聞かせ活動の時間をより充実します。 

◇絵本の好きな子供を育成するために、子供に読ませたい絵本、読みたくなる絵本等

を、季節やジャンルに応じて掲示する工夫をします。 

◇地域の子育て施設として、機能の充実に努めます。 

◇保護者の絵本への関心を高めるための啓発に努めます。 

◇「子ども読書の日」を保護者に園だより等で啓発して、園で子供の好きな絵本を貸

し出し、「テレビを消して親子読書」を推進します。 

 

 

【具体的な施策内容】 

○読み聞かせ等の職員研修の充実 

○読み聞かせの年齢別年間指導計画の作成 

○園文庫の充実 

○絵本を身近に楽しめる環境づくりの充実 

○園文庫の貸出の促進 

○未就園児の読み聞かせ会の開催 

○未就園児への幼稚園文庫開放日の設置 

○絵本の読み聞かせ講演会の開催 

○親子読書の推進 

○年齢別おすすめ絵本リストの発行 

○絵本に関するアドバイスや相談の実施 

○市立図書館団体貸出の積極的活用の促進 

○「子ども読書の日」の広報活動の推進 
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      園文庫の貸出〈保育園〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子読み聞かせ〈市立幼稚園〉 
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② 小中学校における推進 ② 小中学校における推進 ② 小中学校における推進 ② 小中学校における推進 

 

【これまでの取組と課題】 

学校図書館には、子供が自由に読書でき、本に親しむ「読書センター」としての機

能と、必要とする情報を選択し、自発的・主体的な学習活動を支える「学習情報セン

ター」としての機能があります。 

多くの学校では全校体制で読書活動が行われており、子供たちが進んで本に親しむ

ための取組が行われています。 

また、図書委員会を中心に、本の紹介や読書活動を活性化するための様々な活動が

行われています。さらには、学校での読書活動を支えるために、小学校ではボランテ

ィアによる読み聞かせ等、読書活動も定着してきています。 

国語科をはじめとする各教科や総合的な学習の時間等の授業でも学校図書館を積

極的に利用しており、読書の幅を広げたり調べ学習等に活用したりしています。 

一方で、学校図書館図書標準冊数を達成していない学校もあり、今後さらに図書資

料を購入し、整備していく必要があります。 

各学校には、学校図書館担当の教員が校務分掌として位置付けられており、さらに

１２学級以上の学校においては、司書教諭資格を有する教員の中から各校１名司書教

諭が発令されています。こうした教員を中心に、学校図書館の管理・運営が行われて

いますが、授業を行いながら図書館の運営に当たらなければならない状況も見られ、 

ボランティアの活用も含め、学校図書館運営のための人的環境の整備が必要と思われ

ます。 

このようなことから、周南市では、平成１７年度から、学校図書館補助員を配置す

る事業を開始しました。そして、年次ごとにその配置数を増やしながら各校の学校図

書館の充実を図ってきています。平成２５年度現在、小学校は６学級以上、中学校は

３学級以上の学校に、司書資格を有する学校図書館司書又は学校図書館指導員を配置

しています。 

今後は、学校図書館をさらに充実していくために、学校図書館担当者（司書教諭）、 

学校図書館司書、学校図書館指導員の資質の向上を図っていくとともに、利用しや 
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すい学校図書館の環境づくりに努めていきたいと考えています。 

 

【今後の方向性】 

◇「計画－実行－評価－改善」というマネジメントサイクルに基づく学校図書館の運

営や読書指導を推進していくことで、学校図書館の充実・改善を図っていきます。 

◇読書週間を設けたり推薦図書や必読図書を決めたりする等、多様な読書活動を展開

し、読書に対する子供の意識を啓発し、読書に親しむ機会を増やしていきます。 

◇学校図書館が子供たちにとって親しみやすく有効に活用できるよう、利用しやすい

配架や掲示を行う等、環境整備に努めていきます。 

◇司書資格を有する学校図書館司書、学校図書館指導員の業務内容を見直すとともに、

その資質の向上や学校図書館担当者（司書教諭）との連携の在り方を研究していき

ます。 

◇子供が読みたい、調べたいと思ったときに、適切な図書資料を手にすることができ

るよう、図書資料の充実・更新に努めていきます。 

◇各学校の読書活動に関する情報交換や図書資料の貸出等、学校図書館間や市立図書

館との連携・協力体制を築いていきます。 

◇小中学校においては、各学校の実情に応じて、「子ども読書の日」に時期を合わせた

読み聞かせや図書の紹介等、読書活動推進のための取組を行っていきます。 

 

【具体的な施策内容】 

○年間指導計画の作成及び見直し 

○図書館見学や職場体験学習の推進 

○多様な読書活動の展開 

（児童による読み聞かせ、読書感想文、感想画、読書ノートへの取組等） 

○利用しやすい配架や掲示の工夫 

○学校図書館司書・学校図書館指導員の継続配置 

○学校図書館担当者（司書教諭）や学校図書館司書・学校図書館指導員の研修の充実 

○司書教諭の配置の推進 
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○読書活動への保護者や地域ボランティアの活用 

○図書資料整備のための予算の確保 

○適正な廃棄・購入による図書資料の更新 

○学校図書館運営や読書活動に関する情報交換 

○「子ども読書の日」に時期を合わせた読み聞かせや図書の紹介 

 

 

中学校図書室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校授業風景 
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２ 関係機関等の連携・協働  ２ 関係機関等の連携・協働  ２ 関係機関等の連携・協働  ２ 関係機関等の連携・協働  

 

【これまでの取組と課題】 

この計画の効果的な推進を図るためには、家庭、地域、学校をはじめ社会全体が連

携・協働して取り組むことが極めて重要です。市内には、保健センターや幼稚園及び

保育所、子育て交流・支援センター等の子育て支援施設、公民館、学校、図書館、地

域・家庭文庫等、子供の読書活動に関わる施設が多数ありますが、その関係者が地域

の特性を活かして子供が読書に親しむ機会の提供に努め、さらに各施設を運営する関

係機関、ボランティア、団体等が、情報交換や交流等を通して連携・協働し、効果的

な子供の読書活動推進を図る必要があります。 

 

【今後の方向性】 

◇社会全体で、子供にとって意義ある読書活動を推進するために、子供の読書活動に 

関わる関係者・関係機関の連携・協働が図れる総合的な推進体制を整備します。 

◇市立図書館、公民館や児童館、学校図書館、幼稚園や保育所等、健康増進課等の関

係機関がそれぞれ連携・協働して、行事の共同開催や、本の選び方や読み聞かせの

方法等についての情報交換等を行います。 

 

以下、関係機関等の連携・協働に関する各施設における取組を再掲します。 

 

◇市立図書館は、山口県立図書館をはじめとする他の公立図書館との連携を深めて、

図書の相互貸借やレファレンス・サービスを強化し、また、子供の読書活動の推進

に関連する情報交換に努めるとともに、情報提供や相談対応、また研修会の開催な

どに協力します。 

◇市立図書館は、学校における読書活動の推進を支援するために、学校図書館との連

携を基に、授業を深めるための調べ学習用図書等の団体貸出の拡充を図ります。ま

た、学校訪問に積極的に取り組み、児童参加型の読み聞かせの会を実施し、その普

及に努めます。 
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◇市立図書館は、子供の図書館利用をすすめ、図書館への関心を高めるために、児童

生徒の図書館訪問、職場体験学習等を積極的に受け入れるとともに、子供向けの図

書館に関する講座を実施します。 

◇市立図書館は、地域における子供の読書活動の総合的な推進を図るため、幼稚園や

保育所等、公民館や児童館、地域文庫等に対して、図書の団体貸出を実施するとと

もに、お話し会の開催や各種の相談に応じ、関係機関との連携・協働の推進を促し

ていきます。 

◇学校図書館は、各学校の読書活動に関する情報交換や図書資料の貸出等、学校図書

館間や市立図書館との連携・協力体制を築いていきます。 

 

               

〈ブックスタート事業〉 

     

〈図書館お話し会〉 
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３ 社会的気運の醸成  ３ 社会的気運の醸成  ３ 社会的気運の醸成  ３ 社会的気運の醸成  

 

     「子ども読書の日」等への取組及びその奨励  「子ども読書の日」等への取組及びその奨励  「子ども読書の日」等への取組及びその奨励  「子ども読書の日」等への取組及びその奨励 

 

【これまでの取組と課題】 

国民の間に広く子供の読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子供が積

極的に読書活動を行う意欲を高めるために、「子ども読書の日」（４月２３日）が設け

られました。 

市立図書館では、毎年この日にちなむ特別行事としてお話し会を開催しています。

しかし、「子ども読書の日」は未だ社会に周知されておらず、「読書アンケート」でも、

「知っている」と回答した保護者は依然として、ごく少数でした。 

今後、子供の読書活動の関係機関や団体等が、「子ども読書の日」のためのお話し

会や、読書関係の資料展示等の行事を開催することにより、さらに市全体としての効

果的な広報、啓発を図る必要があります。 

 

【今後の方向性】 

◇「子ども読書の日」に時期を合わせて、市内の子供の読書活動関係機関・団体等で

積極的に行事が行われるように努めます。 

 

以下、「子ども読書の日」等への取組及びその奨励に関する各施設における取組を

再掲します。 

 

◇市立図書館では、「子ども読書の日」の特別行事として内容をさらに充実し、なお一

層の周知を図ります。 

◇幼稚園や保育所等では、「子ども読書の日」を保護者にチラシ等で啓発して、園で子

供の好きな絵本を貸し出し、「テレビを消して親子読書」を推進します。 

◇小中学校においては、各学校の実情に応じて、「子ども読書の日」に時期を合わせた

読み聞かせや図書の紹介等、読書活動推進のための取組を行っていきます。 
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     各種情報の収集と提供  各種情報の収集と提供  各種情報の収集と提供  各種情報の収集と提供 

 

【これまでの取組と課題】 

子供が積極的に読書活動を行う意欲を高めるために、読書に関する多彩な情報を子

供に発信するとともに、読書活動がもつ意義や重要性について、広く市民の関心を高

め理解を深める必要があります。 

また、子供の読書活動を推進するために、子供の読書活動の実態や、様々な施設や

団体等が実施している取組に関する情報を収集し提供する等、啓発広報を推進する必

要があります。 

 

【今後の方向性】 

◇子供の読書に関する行事の情報等を、幅広く提供できるシステムの構築に努めると

ともに、子供の読書活動の実態や様々な取組、また、読み聞かせボランティアの紹

介、各種図書施設や児童図書に関する情報を、各施設に提供し、家庭、地域、学校

へのさらなる読書活動の啓発に努めます。 

 

以下、各種情報の収集と提供に関する各施設における取組を再掲します。 

 

◇健康増進課や子育て支援施設では、育児学級、子育てサークル開催時や子育てに関

する講習会等の機会を捉え、絵本を通して親子のふれあいの大切さを伝え、また、

図書館利用についても周知を図ります。 

◇健康増進課では、「ブックスタート事業」を実施し、絵本に関する情報を届けること

により、絵本を介しての親子の心のふれあいのきっかけづくりに努めます。 

◇市立図書館では、家庭における読書の大切さや楽しみについて理解の促進を図りな

がら、本との出会いを広げるために、読み聞かせに適した絵本の紹介など、十分な

情報提供に取り組みます。 

◇公民館では公民館報、お便りやホームページを充実させ、より多くの子供や大人が

読書に関心をもつよう広報の充実に努めていきます。 
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資料編１ 資料編１ 資料編１ 資料編１ 

読書についてのアンケート調査結果 読書についてのアンケート調査結果 読書についてのアンケート調査結果 読書についてのアンケート調査結果 

 

〈調査の概要〉 〈調査の概要〉 〈調査の概要〉 〈調査の概要〉 

    

１ 調査目的 

 本調査は、「第二次周南市子供の読書活動推進計画」の策定に向け、子供の読書活動

の現状を把握することを目的として実施した。 

 

２ 調査方法 

 （１）調査対象者 

区     分 対象者数 校数 有効回収数 有効回収率 

①市立小学校の児童（４年生） 290人 14校 276 95.2％ 

②市立中学校の生徒（２年生） 280人 12校 270 96.4％ 

③高等学校の生徒（全学年） 147人 4校 142 96.6％ 

④市内の幼稚園・保育園の園児の保護者 306人 15校 254 83.0％ 

⑤市立小学校の児童（４年生）の保護者 290人 14校 258 89.0％ 

⑥市立中学校の生徒（２年生）の保護者 279人 12校 221 79.2％ 

総      数 1,592人   1,421 89.0％ 

 （２）調査方法 

   ①小中学校の児童生徒については、各学校を通じて調査票を配布・回収した。 

   ②幼稚園・保育園の園児の保護者については、各幼稚園・保育園を通じて調査   

票を配布し、各園を通して回収してもらった。 

   ③小中学校の児童生徒については、各小中学校を通じて調査票を配布し、各校

を通して回収してもらった。 

   ④高校生については、調査票を個別に配布し、回収した。 

３ 調査期間 

 平成２５年９月上旬～９月下旬 
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子供集計  子供集計  子供集計  子供集計      

問１ あなたは読書が好きですか。           

 

問２ 問１で「① 好き」または「② どちらかというと好き」と答えた人にお聞きします。好き

になった理由にあてはまると思うものを２つまで選んでくだし。（１つでもよいです） 

 

問３ 問１で「③ きらい」または「④ どちらかというときらい」と答えた人にお聞きします。

きらいになった理由にあてはまると思うものを２つまで選んでくだし。（１つでもよいです） 
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問４ あなたは、最近１か月の間に何冊くらい本を読みましたか。（マンガや雑誌は含みません） 

 

問５ あなたは、最近１か月の間に何冊くらいマンガや雑誌を読みましたか。 

 

問６ あなたは、どんな本が好きですか。好きなものを２つまで選んでください。 

（１つでもよいです） 
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問７ あなたは、本をどこで手に入れますか。多いものを２つまで選んでください。 

（１つでもよいです） 

 

 

問８ 小さいころ（小学３年生くらいまで）本を読んでもらったことがありましたか。 

 

 

問９ 小さいころ、家族に本屋や図書館に連れて行ってもらったことがありましたか。 
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問10 家族から読書をするようにすすめられたことはありますか。 

 

 

問11 学校から帰って、家で読書をすることがありますか。 

 

 

問12 あなたの家族は、よく読書をしていると思いますか。 

 

  



31 

 

問13 家で読書をしたいと思うときに、何か困ることがありますか。１つだけ選んでください。 

 

問14 あなたは学校が終わってから、おもにどんなことをしていますか。次の中から、多くしてい

ると思うものを３つまで選んでください。（１つでも２つでもよいです） 

 

問15 あなたの学校（学級）では、「朝の読書」などの「読書の時間」がありますか。 
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問16 問15で「① ある」と答えた人にお聞きします。「読書の時間」がきっかけとなって、家な

どでも本を読むことが増えましたか。 

 
問17 学校の図書館を授業以外でもよく利用しますか。 

 

問18 問17で「③ 利用しない」または「④ ほとんど利用しない」と答えた人にお聞きします。

なぜ利用しないのか、あてはまると思うものを２つ選んでください。（１つでもよいです） 
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問19 学校の図書館で、１か月に平均すると何冊くらいの本を借りますか。 

 

問20 あなたは、公共の図書館（市の図書館など）をどのくらい利用していますか。 

 

問21 問 20 で「⑤ ほとんど利用しない」と答えた人にお聞きします。なぜ公共の図書館を利用

しないのか、あてはまると思うものを２つまで選んでください。（１つでもよいです） 
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問22 あなたは市の図書館で、いろいろな行事を行っていることを知っていますか。 

（たとえば、絵本の読み聞かせ、子ども映画会、夏休み工作会など） 

 

 

問23 あなたがおもに利用する公共の図書館を１つだけ選んでください。 
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保護者集計 保護者集計 保護者集計 保護者集計 

問１ あなたは読書が好きですか。 

 

問２ 問１で「① 好き」または「② どちらかというと好き」と答えた人にお聞きします。好き

になった理由にあてはまると思うものを２つまで選んでくだし。（１つでもよいです） 

 

問３ 問１で「③ きらい」または「どちらかというときらい」と答えた人にお聞きします。きら

いになった理由にあてはまると思うものを２つまで選んでくだし。（１つでもよいです） 
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問４ あなたは、最近１か月の間に何冊くらい本を読みましたか。（マンガや雑誌は含みません） 

 
問５ あなたは、最近１か月の間に何冊くらいマンガや雑誌を読みましたか。 

 

問６ あなたは、どんな本が好きですか。好きなものを２つまで選んでください。 

（１つでもよいです） 
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問７ あなたは、本をどこで手にいれますか。多いものを２つまで選んでください。 

（１つでもよいです） 

 
問８ 

 

あなたは、公共の図書館をどのくらい利用していますか。ほとんど利用しない人だけ理由を

記入してください。 

 
問９ あなたが小さいころ（小学生くらいまで）、誰かに本を読んでもらったことがありましたか。 

 
問10 あなたが小さいころ、家族や先生から読書を勧められたことがありましたか。 
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問11 あなたが小さいころ、家族に書店や図書館に連れて行ってもらったことがありますか。 

 

問12 あなたは、子どもへの「読み聞かせ」というものを知っていますか。 

 
問13 あなたが、子どもへの「読み聞かせ」を具体的に知ったきっかけは何ですか。次の中からあてはまるも

のを１つだけ選んでください。（自分自身が親などからしてもらった経験は除きます） 
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問14 あなたは、自分の子どもに本を読んであげた（読み聞かせをした）経過がありますか。 

 

 

問15 子どもに初めて本を読んであげたのは、あなたのお子さんが何歳くらいのときですか。 

 
問16 子どもへの「読み聞かせ」をしてみて、どのように感じましたか。あてはまると思うものを

３つまで選んでください。（１つでもよいです） 
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問17 あなたは、子どもに本を読むように勧めたことがありますか。 

 

問18 あなたは、子どもを公共の図書館や書店に連れて行ったことがありますか。 

 
問19 あなたの子どもは、読書が好きだと思いますか。 
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問20 あなたが子どもの頃に比べて、今の子どもたちが本を読まなくなっていると思いますか。 

 
問21 あなたは、どうすれば子どもたちがもっと本を読むようになると思いますか。次の中からあ

てはまると思うものを３つまで選んでください。（１つでもよいです） 

 

問22 あなたは、「子ども読書の日（４月２３日）を知っていますか。 

 

    



42 

 

子どもの読書についての保護者意見子どもの読書についての保護者意見子どもの読書についての保護者意見子どもの読書についての保護者意見    

    

〈市立図書館での読書活動について〉〈市立図書館での読書活動について〉〈市立図書館での読書活動について〉〈市立図書館での読書活動について〉    

蔵書の充実 

・年齢にあったオススメの本・人気の本を取り入れてほしい。 

 

・古い本が多く、新刊をたくさん入れてほしい。 

 

図書館の利用 

・子どもがまだ小さいので、うるさくしてはいけないと思い、図書館の利用はしていません。いずれ行

ってみたいとは思います。 

 

・図書館の人にアドバイスをもらいたいと思うことがあります。 

 例：うちの子は「○○○」という本がとても好きでしたが、このような感じの本はありますか？など

答えてもらえるのでしょうか。 

 

・小学生くらいまでは興味のある本は毎日のように図書館へ行って借りていたようですが、中学生以上

になると「好きな本は自分の物にしたい」そうです。 

 

・親子で図書館に行きたいと思いますが、まだ小さく静かにしていることが難しいため行きづらい。 

 

・児童コーナーは静かに過ごさないといけないので、少しくらい話せる環境だといい。 

 

・たくさんの絵本の中から、心に響く絵本に出会うのはまれで、絵本の紹介やオススメ月刊絵本がある

と選択しやすい。 

 

・図書館の方がとても親切で、本を探してくれたり相談に乗って下さるので、足を運ぶのが楽しみ。 

 

・図書館のお蔭で「読み聞かせ」の機会が増え、子どもが自ら「図書館に行きたい」と言うようになり

ました。これからも私達にたくさんの本を読ませてください。 

 

・私が育った地域では、子どもの足で行ける校区内に公民館があり、図書室もありました。学校のない

日でも本が好きな子は、子どもだけでも行けたし本を借りなくても見る事ができる所がありました。地

域の差もありますが、中央図書館は充実していますが、子どもだけで行けない場所なのが残念です。 

 

・図書館に自分も行きたいし子どもも連れて行きたいが、子どもが大きな声を出すので利用しにくい。 

 

・図書館は、個室スペース。育児及び幼児の遊ぶスペース。喫茶店など無いからつまらない。 

 

・本が子どもに良いと聞いて、お腹の中にいる時から絵本を読んでいました。今も寝る前は絵本タイム

を取っています。図書館もよく行きます。沢山の本を読めて幸せだなと感じています。図書館は我々に

とって、素晴らしい本にであえる場所でもあります。いつもありがとうございます。 

 

・小さい本の扱いや図書館での過ごし方が分かるまでは、難しいと感じるのが、少し理解できる頃には

図書館にも連れて行き、沢山の絵本と出会えたらと思っています。 
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・図書館に子どもを連れて行くと、とても喜んで自分の好きな本を選んでいます。 

 

・子どもと一緒に毎週図書館へ行き、絵本を借りています。親子の時間が数分でも取れ、一緒に感動し

たり笑ったり考えたりできる絵本（本）は子育てには欠かせないものです。 

 

・先日親子で市立図書館へ行きました。社会見学では行ったことはありましたが、親子ではじめてでし

た。本人用の貸出カードも作ってあげると、とても喜んで、また行きたいと言っていました。やはり親

が何かのきっかけを作ることが必要なのだと思います。テレビゲームが時間を占めてしまう最近！少し

でも読む機会を作っていければと思っています。 

 

・我が家は月に３０冊の本を図書館で借りています。図書館では子どもが選びやすいように、お勧めの

本をさりげなく飾ってあったりして、我が子が小さい時は本の選定に偏りがなく選ぶことができて、随

分お世話になったものです。中・高生へのお勧めの本も、目立つように飾ってあると助かるかなあと思

います。 

 

駐車場の充実 

・学校で読み聞かせをしているので、福川図書館を利用しています。新南陽図書館にも行ってみたいの

ですが、駐車場がなく行ったことがありません。 

 

・中央図書館へ連れて行きたいのですが、いつも車がいっぱいで、あまり行かなくなりました。 

 

・利用しやすいように駐車スペースが確保されると、もっと利用者が増えると思います。 

 

〈学校等での読書活動〉〈学校等での読書活動〉〈学校等での読書活動〉〈学校等での読書活動〉    

学校図書館の充実 

・学校図書などで「本を借りる」という事から、子どもが本に親しみをもっていってると思う。はじめ

は本を借りる冊数で競い、本を選んで帰ってきてるようだったが、読みたい本に変わってきてるように

思える。色々な本と出会うきっかけを色々な所で持てればと思います。 

 

・年齢に合った本をタイミング良く、学校で紹介するのはいかがでしょうか。月に一度チラシの中に、

子ども向けの本を取り上げて色んなジャンルの本があることを知ると、その中から子どもが好きな本を、

読んでみたくなるきっかけになるのではないでしょうか。 

 

・学校での朝の読書のおかげで、少しずつ家の本棚に本が並びはじめました。 

 

・毎日、先生がたくさんの本を読んでくださっているので、子どもは本が大好きです。 

 

・中学生になると、朝の読書の時間が朝学になり、本を読む時間が無くなり残念。 

 

読書の時間 

・学校で朝の１０分とか好きな本を読む時間があったら、続きを読みたくなったり、本に関心が深まる

と思うのですが。 

 

・小学校（櫛浜小学校）では、よく読書について取り組まれていると思います。 

 

・学校での読書タイムで、机に座り静かに本を読んでいる姿を見て、良いことだと思う。 



44 

 

・学校での授業のひとつとして、読書の時間を増やしてほしい。 

 

・学校では先生が読んでるときとか図書室での履歴を見て、その生徒に活動を振る。 

 

・小学校入学前から幼稚園、保育園などでも読み聞かせだけでなく、自分たちで静かに本を読 もうと

するように、少しだけでも読書の時間を作るようにしてほしい。 

 

・保育園での絵本の貸出などがあるため、子どもも楽しみに絵本を選んで借りて帰っているので、絵本

を読む機会が増えていいと思う。 

 

〈家庭・地域での読書活動について〉〈家庭・地域での読書活動について〉〈家庭・地域での読書活動について〉〈家庭・地域での読書活動について〉    

読書環境の充実と活字離れ 

・月齢の低い時からコミュニケーションの一環として、絵本と触れ合う機会をもっとたくさん与えたか

ったです。 

 

・アンケートに答えながら、自分自身を反省しました。「親の背中を見て育つ」ですものね。親が読書を

しなければと感じた。 

 

・いま、現状、ネット社会化で小学生ともなると分からないことはネットで調べたりしている。 

 本で調べることが少なくなってきていると思う。便利になった反面、コツコツ努力する形が減ってき

てしまっているのではないだろうか。今の子どもは昔より、本に恵まれた環境であるので、もっと本を

活用して豊かな人間情緒を育んでほしい。 

 

・本を読むと読解力もつくし、会話の内容が豊かになると思っています。いざ親となると、仕事と家事

で時間がなく面倒とも思う。とりあえず文字が自分で読めるようになってからでないと、何も言えませ

ん。本を読んで文章の表面的な内容だけでなく、自分からその奥まで考えられるようになればなと。成

長すればするほど、本を読んだか読んでないかの差は絶対にでてきます。 

 

・読み聞かせがとても大事なことは分かっているのですが、なかなか共働きとなると読んであげる時間

が無いのも事実です。私は本が好きですが、自分自身が本を読む時間もあまりありません。子どもにも

本が好きになって欲しいので、読んでと言われたら読むようにしています。ですが、そうすると寝る時

間も遅くなってしまい。 

 

・本を読むという事は感性を育てるという意味で、映像で感じるものとはまた別に良いところもあると

感じています。その大切さを子ども達に無理なく分かりやすく伝えていき、本を読む楽しさを感じてほ

しいと思います。 

 

・本を読んであげる時間がなかなか取れません。字は随分と読める様になりましたが、まだ進んで本を

どんどん読もうとすることなく、本ともっと仲良くなってほしいと思っています。下の子は尚更、ほっ

たらかしであまりやってないので、どうにかせねばと時々思いますが、なかなか時間も取れない状況で

す。 

 

・無理に読み聞かせ等をしても、自分で読む力がつくとは思えない。親が読書を楽しんでいる姿を見せ

たり、その子その子で興味を持つことが違うので、興味のありそうな本を勧めるぐらいで良いと思う。

全ての本が子どものためになるとは思わないので、読みたい人が読めば良いと思う。 
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・いまはＴＶやビデオＤＶＤ、ゲームなど子どもが楽しめる物がたくさん溢れています。しかも簡単に。

本を読む楽しさをもっと子どもに感じてもらえたらいいなと思いますが、親もあまり構ってやれないの

が現実です。 

 

・親が楽しんで本を読んでいる姿を見ると、子どもは興味を示してくれ、一緒に読むうちに読書が好き

になっていったように思います。 

 

・マンガや絵の多い本は好んで読みますが、字が小さいと面倒なようです。 

 

・テレビやゲームが好きでも、読みたい子は読みます。学校の図書室の利用時間を増やしたり図書館の

新刊が増えると喜びます。 

 

・子どもが興味を示せばどんどん勧めるべきだと思う。最近は身近な本から勧めてみる。マンガやアニ

メで、字体となっている物から本人へ勧めると、取組やすいと思う。 

 

・本だけでなく、今の子ども達は物を与えすぎだと思う。本もたくさん買い与えるのではなく、たくさ

んの本を大切に読んで欲しいと思います。 

 

・子どもが自分で本を読めるようになっても、出来る限り親が本を読んであげることは、とても大切な

コミュニケーションだと思います。 

 

・上の子ども（今は中学生）は、学校での読書の時間でよく本を読むようになりました。下の子ども（４

年生）は、好きな本が決まっていて、そのシリーズしか読まないのが悩みです。 

 

・親が一生懸命読み聞かせをしても興味を持たない。しかし、時期が来ると（友人の影響など）読みだ

すように。やはり何か「きっかけ」があれば好きになると思います。遅かれ早かれ。 

 

・小さい子どもは読み聞かせや読書が大好きです。そして、小さい頃に読書に親しんで好きになった子

どもは、大人が勧めなくても自ら進んで読書をするようになります。小さい頃に親子で楽しく読書する

ことが大切ではないでしょうか。 

 

・きっかけを作ってあげる事が大事だと思います。一人一人に合ったペースで読書が出来る時間があれ

ばいいかなと思います。本を読む事が楽しいと、たくさんの子供達が分かってくれるといいなあと思い

ます。 

 

・本を読むのがきらいな子どもに読ませても意味ないし、マンガ等でも好きな本を読ませるのが一番。 

 

・昔から読み継がれている良書も状態がよくなければ、子どもは手に取って読む事はないと思います。 

 

・読み物として楽しむ読書もありますが、学習などで分からない部分を調べるということもあると思い

ます。その場合、本はインターネットより手軽で便利だと思います。 

 

・まずは種類を選ばず何でも活字に親しむことが必要だと思う。 

 

・ときどき本の時間が勉強を邪魔するくらい読んでいるので、心配なときもある。 
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・読書をしている姿を見かけても、恋愛ものの文庫などが多く、文学小説など殆どなく、国語の教科書

くらいでしか読む機会がないようです。しかも、最後までではなく、一部抜粋になっていたりするよう

です。もう少し後々まで心に残るような、昔からの文学的なものを読んで欲しいと思いますが、忙しさ

からか、とっつきにくさからか興味を示してくれません。そのせいかどうか分かりませんが、案外簡単

な語彙を知らなかったりが多いように思います。 

 

・好きな本は何度でも読んでいますが、なかなか読書感想文は書けません。もっと色々な本を読んで書

き方や人の感情など勉強して欲しいです。 

 

・まず、おもしろい。また読みたいと思わなければ読書の習慣はつかないので、大人がきっかけを作っ

てあげる。学校でみんなで触れ合ったり親子で楽しんだり。 

 

・上の子の時は読んであげていたけど、下の子にはあんまり読んであげていない。選んでくる本もキャ

ラクターもの（上の子）だったりしたので。 

 

・想像力がつくので大事だと思う。想像力がつくと、他人の痛みもわかるし他人が喜ぶことが何もかも

分かるから。 

 

・子どもに小さな頃から読み聞かせをしてきましたが、自分から本を手に取ることは少ないです。自分

の子ども時代と違い、ゲームやＤＶＤがあり子どもはより手軽で刺激のあるものを求めているので、家

庭で読書というのは、なかなか難しいです。小さな頃から読み聞かせをしてきたことによって、本を読

むというより読んでもらうものと思っているところもあるようです。 

 

・読書は知識も深めることができますし、集中力も高めることができるので、学校でも家庭でも読書の

時間をたくさん持てるとよいと思います。また休日など図書館へ行く時間を作ってやりたいです。 

 

・読書は想像力を育て、読解力も強くなるので、とてもよいことだと思いますが、全ての子どもが本を

好きになるわけではないので、無理に勧めることはないと思う。 

 

・私はいろんな分野の本が好きですが、小さい頃は絵本やマンガから好きになりました。その延長線で

小説や文学書、医学書など読むようになりました。子どもと一緒に本屋さんに行くことも大好きで、本

に囲まれているととても落ち着きます。子どもも本屋さんに行くことが大好きなので、小さい時から本

に触れることは大切だと思います。 

 

・子どもが０～１歳のうちから「読み聞かせ」をすることは、とても大切なことだと思います。 

 

・スポーツや勉強に追われて読書する時間が少ないことが残念。ゲームの時間は取っているのだが。 

 

・ただ読むだけではなく、どう思ったかとか面白かったとか、あとでの声掛けをしていく。そして一緒

に本を読む。ある年齢以降は自分自身が読んで勧める（逆もあり）をして、意見交換するなど親自体が

本を読む習慣をつけると良いと思う。それだけでも違うと思う。 

 

・該当学年より上の学年で習う漢字を読むことができた。 

 

・小さい頃から絵本に慣れ親しんでいれば、読書が好きになると思います。 
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・小さい頃から集中して聞くことを教えないと、一人で静かに読むことも授業を集中して聞くこともで

きないと思います。 

 

・寝る前に子供に絵本を選んでもらって、布団の上で読んでいます。まずは親から。 

 子どもに読めとは言いません。 

 

・なかなか自分が忙しいのもあり、本を読む時間がつくれません。学校の中でそういった時間を作って

いただければ、とても助かります。 

 

・目読みより音読みをしなければ字もなかなか覚えないし、言葉の意味を理解してないと思う。 

 

・小さい頃のゲームやＤＶＤなどのデジタル化は、文字を読むというより好きになるきっかけを遠ざけ

てしまうのだと思う。 

 

・子どもの頃に読み聞かせを全くしてもらわなかった自分ですが、今は読書が好きです。 

 

・本を読む環境が身近にないと、難しいと思う。 

 

・小さい頃から本の読み聞かせをしていたほうが、本好きになると思います。 

 

・今の世の中「読書、読み聞かせ」とやたら言っていますが、小さい頃全く読まなかったからといって、

心がずさんだりしません。「愛情＝読み聞かせ」は違うような気がします。 

 

・自分から進んで読みたがる本は増えるといいと思います。 

 

・何事にも興味を持つきっかけになればと感じます。 

 

・子どもが保育園で先生に本を読んでもらったと喜んでいます。 

 

・なかなか読書の時間をゆっくり取れないという現状であり、少しでも時間が取れたらいいことだと改

めて思いました。 

 

・子ども達３人共、読書は好きです。きっかけは学校での読書タイムだと思います。 

 

・小さい頃から「本が好き」になることは大切。そのきっかけとして家庭での読み聞かせ。園や学校な

どでも読み聞かせをしていくと良いと思います。 

 

・家では親が本に関心がないと１００％無理。本のある家と無い家では明らか 

 

・日頃から読書習慣を身に付けていたら良かったと思います。 

 

・同世帯でも本が好きな子どもと嫌いな子どもはいます。 

 

・全般的に家に本があれば、上の子が下の子に本を読む機会が増えるのでは。 
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・寝る前に１冊でも読んであげるようにしています。 

 

・本を読んで学ぶことを親子で共有していと思う。 

 

・何度も同じ本を読み聞かせると、読めなくても内容を覚えて自分で読めるようになったり表情が豊か

になり、とても重要なものだと思っています。 

 

・子どもの小さいうちは、テレビや DVD、ゲームなどの視覚的刺激の強いものは極力避けた方がよい

ように思います。脳は刺激の強いものを求める傾向が多いので、本を手にしづらいのかもしれません。 

 

・親の姿勢を見て子どもは育つので、親自身が本を読む姿勢を見せていると、子どもも自然と本に親し

むようになると思う。私自身もっとそういう姿を見せていれば、もっと本に対して親しみが持てたかな

と、今になって反省です。 

 

・様々なジャンルの本を手に取ってもらいたいし、環境作りも大切だと感じる。 

 

・自分が小さい頃、あまり本を読まず、国語の文章を読むのも苦手だったので、我が子には０歳から毎

日のように、読み聞かせをしました。そのため、子どもたちは２人とも、私が小さい頃より読書が好き

だと思います。 

 

・最近は働くお母さんが増えて、時間が取れなくて、ついゲームなどを与えて、親が居ない時など隠れ

てゲームをしたりする。また、ゲームをする子は本など見ることはない。親がもっと子どもとの時間を

取って一緒に読書をしたらどうか。 

 

・テレビやゲームの時間を減らさないと、読書だけでなくスポーツや勉強、外遊びなどさまざまな事が、

ますます出来ないと思います。テレビやゲームはまるで中毒的な要素を含むもののように思えます。子

ども達にはもっともっと読書の楽しさを感じてほしいです。 

 

・今の子ども達は学校、習い事、遊びでとても忙しい日々を過ごしていると思います。その中で、「読書

をしなさい」と言ってもなかなか難しいと思います。まず親が本を選んで楽しんでいる姿を見せ、子供

自身が興味を持つような環境を作ることが、大切なのではないかと思います。 

 

・「読み聞かせ」と構えた訳ではありませんが、小さい時からは本は良く読んでいました。寝る前には必

ず１冊読んでやるのも習慣でした。０歳の赤ちゃんの時でも、リズムの楽しい本や色鮮やかな絵本を読

んでやると、関心を持って、じっと見ていたのを覚えています。 

  

・家で読書できたら理想ですが、難しいので学校で数分でも読書の時間というのがあったら、続きを読

みたくなり、習慣となるかもしれない。本の楽しさに気付くきっかけを作ってほしい。 

 

・強制ではなく、自然に本と触れ合わせることが大切だと思います。 

 

・２人の子のうち１人は小さい頃読み聞かせをたくさんして、もう１人はあまり出来なかったと感じて

います。できなかった子の方が現在は本を読む機会が多い気がします。元々の性格もあるかもしれませ

んが、不思議です。 
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〈幼児期の読書体験や読み聞かせについて〉〈幼児期の読書体験や読み聞かせについて〉〈幼児期の読書体験や読み聞かせについて〉〈幼児期の読書体験や読み聞かせについて〉    

家庭での読み聞かせ 

・我が家は子どもが生まれてから、一日も欠かす事なく本を読んできました。が、だからといって、子

どもが本好きになってない気がします。本を読まなきゃいけない訳でもないがいつか読書に癒されると

感じるようになってくれればと願っています。 

 

・本を読む時間は、親子で読むようにすると、割と長い時間子どもも本を読んでいるように思います。

そして、おおいに図書館を活用すべきだと思います。 

    

〈子どもの読書に対する期待〉〈子どもの読書に対する期待〉〈子どもの読書に対する期待〉〈子どもの読書に対する期待〉    

・子どもが２人居ますが、同じ様な本との接し方で育ててきました。上の男の子は、活字を読むという

より図鑑系を好み、下の女の子は、まさしく読書好きになりました。これから先もっと興味があるもの

が出てくると思います。それらを通じて本にも目を向けさせたいなと思っています。 

 

・本に対する２人の子どもの趣味は対照的で、上の子は何をしても読み聞かせや本を選ばせる図書館利

用など、手を尽くしましたが、あまり本を読まず、下の子は本を手に取っては眺めて楽しんでいる様子

です。 

 

・現在の子ども達の知識は専門的で、片寄っているように思える。浅くても広い知識を得る事を先とし、

それから時間をかけて知識を深めていくほうが良いと思う。 

 

・幼稚園に入ってからは、ほぼ毎日、文字や文章本などを読んでいます。毎日の積み重ねのせいか、絵

の少ない本も読める様になり、読書大好きです。本を読む時間を作ることが大事。 

 

・難しい言い回しや単語も、適切に会話の中で使える事がたまにある。 

 

・私自身、子どもの頃から読書が嫌いだった為、自分の子どもには好きになってほしかったので、読み

聞かせを毎日しました。そのお蔭で、子どもは本を好きになっています。 

 

〈その他〉〈その他〉〈その他〉〈その他〉    

・読書により子どもの想像力や読解力が身に付き、より本好きになってくれれば嬉しい。 

 

・まず、活字に慣れることが大事だと思います。マンガを否定せず、読むことに興味を持つことから始

めることで、徐々に他の本を自然に読みだすのではないでしょうか。 

 

・読み聞かせを日々したいと思っていますが、なかなか出来ないのが現実です。少しずつでもとは思っ

ています。子どもには活字アレルギーのようになって欲しくないので、親子で今から楽しく、読み聞か

せ・読書をしていきたいです。 

 

・周南市では、出産時に絵本をプレゼントしてくれるので、自然と絵本の読み聞かせをするようになり

ました。 

 

・自分自身読書が好きなので、自分が読んでいるものでも、子どもに良さそうと思えば読み聞かせをし

ていこうと思うし、そんな風に自然に体が身近にあるような、家庭環境を作っていけたらと思います。 

 

 



50 

 

・「読み聞かせ」という言葉を使って、子ども（自分）に本を読んでいる親に限って、子育てができない

ように感じます。本当の意味での「読み聞かせ」をしている人は「自分が本が好きだから、子どもが本

が好きだから」という言葉を使うように思います。なので、私自身は「読み聞かせ」という言葉も好き

ではないし、重要であるが重要でないという風に考えています。 

 

・月齢や年齢に合った、お勧めの絵本を知らない母親が多いように思います。誰からか勧められたら「読

んでみようかな」「買ってみようかな」という気持ちになると思います。 

 

・読書とは文庫だけでなく、マンガでも何でも文字を読む事が良いと思う。 

 

・将来的に「読書」が身につくかは分からないし、それは子ども本人の本質によるが、きっかけとして

は親が活字を読んでいる姿や、絵本を子どもと楽しむ姿勢があれば「読書」への門戸を子供自身が聞き

やすいと思っている。これをさらに心がけ、ひとりひとりの年齢に合った本とのかかわり方を見つけて

やれたらいいと考えている。 

 

・生後間もなく市で頂いた本や本屋で、簡単な本を１冊買い、２～３冊くらいの本を毎日１冊寝る前に

読み聞かせをしていました。それが習慣になり、内容も覚えて自分から寝る前に読むようになりました。

３歳くらいからひらがなも覚え、祖父母に読んであげたりしていました。親が本を読みなさいと言った

ことはない。自分で読んでます。 

 

・活字を読むということでいえば、マンガでも良いと思う。読書はマンガが駄目だといわれるが、マン

ガでも良いと思う。マンガがいけないという理由が分からない。 

 

・幼い頃から絵本に関わっていくと、字が読める楽しさが読んだおもしろさ、想像など。色々育ってい

くと感じた。「読め！読め！」は一番嫌いになりそう。 

 

・大人になっても絵本を読むと、子どもの頃に戻れるような気持になれます。親子で絵本を選び、読む

と大人と子供どもの目線で、捉え方の違いにも気づかされます。また、大人になった自分が、幼い頃に

読んでいる本を大切にのけてあると、我が子に読ませることが出来て、良かったです。子どもが本を好

きになるのは与えるだけでなく、親も本を読む姿を見せないと、段々活字離れをしていくような気がし

ます。 

 

・自分が小さいころ親に読んでもらった記憶はあまりなく、マンガ本は良く読んでいました。やはり親

が勧めないと読まないのかなと思っています。思ってはいてもなかなか実行できてはいませんが。上の

子は小学校で定期的に借りて読んだり、下の子は園で持ち帰った絵本を読みます。家では今までの本を

読み返したりしているので、きらいではないと思いますが、きらいにならないように気を付けたいと思

います。 
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資料編２ 資料編２ 資料編２ 資料編２ 

「周南市子ども読書活動推進計画」策定の課程「周南市子ども読書活動推進計画」策定の課程「周南市子ども読書活動推進計画」策定の課程「周南市子ども読書活動推進計画」策定の課程    

○策定の経過○策定の経過○策定の経過○策定の経過    

年 月 日 会 議 名 等 協 議 内 容 

平成 24年 7月 26日 ワーキング委員会 

   第１回 

・計画策定の基本的な考え方の確認 

・原案作成のスケジュールについて意見聴取及び 

  確認 

平成 24年 9月 14日 ワーキング委員会 

   第２回 

・子どもの読書活動に関する各課の現状及び課題 

 を指示 

・実態把握方法の協議（アンケート調査） 

・アンケート実施方法について意見聴取及び確認 

平成 24年 11月 9日 ワーキング委員会 

   第３回 

・アンケート内容についての協議 

 

平成 2５年 2月 6日 ワーキング委員会 

第４回 

・原案の検討 

平成 25年 4月 25日 ワーキング委員会 

   第５回 

・アンケート内容についての協議 

・原案の検討 

平成 25年 6月 28日 ワーキング委員会 

   第６回 

・原案の検討 

・アンケート集計方法の確認 

平成 25年 9月 アンケート実施 ・対象者数 1,592人 

平成 25年 10月 10日 ワーキング委員会 

第７回 

・アンケート集計 

平成 26年 2月７日 ワーキング委員会 

第８回 

・アンケート結果を踏まえて原案検討 

平成 26年２月 28日 策定庁内会議 

第１回 

・原案について意見聴取及び確認 

・策定委員会の設置に関する協議 

平成 26年３月 14日 策定委員会 

第１回 

・策定委員会の会長・副会長の互選 

・原案について説明及び協議 

平成 26年３月 19日 策定委員会 

第２回 

・原案について協議 

平成 26年６月～７月 パブリック・コメン

ト実施 

・意見の提出者数：０人 

・意見の件数：０件 
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○周南市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿○周南市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿○周南市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿○周南市子ども読書活動推進計画策定委員会委員名簿    

氏 名 所 属 等 

会 長  河谷 昭彦 周南市立図書館協議会委員 周南市立図書館協議会長 

副会長  野村 礼子 幼稚園・保育所関係者 周南市立中須保育園長 

委 員  相本 修代 学識経験者 櫛ケ浜児童館児童クラブ職員 

委 員  河村 圭子 ＰＴＡ関係者 周南市立岐陽中学校ＰＴＡ副会長 

委 員  貞升 友紀子 学校教育関係者 周南市立富田西小学校教諭 

委 員  福永 文子 ＰＴＡ関係者 周南市立菊川小学校ＰＴＡ副会長 

委 員  福原 和子 子供読書活動関係者 周南市母子保健推進協議会長 

委 員  藤本 幸子 一般公募市民  

委 員  山本 朋子 一般公募市民  

委 員  横山 美江 学校教育関係者 周南市立熊毛中学校教諭 

（平成26年３月現在） 
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